
月・日 種目 優勝 準優勝 ３位 ３位 ４位

一般 8組 一般 木島・村沢 上村・萬 浅生・柴山 松坂・正木

５０歳以上 8組 片桐・田中 斉藤・柳原 宮原・長井 三石・伊藤

5/23 ６０歳以上 5組 ５０歳以上 吉見・田之上 石井・小泉 小宮・面高 岩田・中野

24 合計 21組 近藤・鈴木 上原・小林 小泉・代田 森田・川北

84人 ６０歳以上 橋本・曽根 有川・渡辺 石城・山村 今度・関戸

中島・小川 若菜・鈴木 臼井・中村 山口・加生

中南信予選 5/15 64人 一般 佐藤　益美 玉木　陽子 倉石　雅子 稲岡　昭子

東北信予選 5/17 32人 柄澤　幸子 竹内　さゆり 青木　千恵 竹下　淑子

決勝大会 合計 96人

50歳 16人 ５０歳以上 袖山　桂子 小林　かをる 湯浅　敦子

55歳 16人 庭山　典子 馬場　浩子
面高　まつみ

6/4 60歳 10人 ５５歳以上 長谷川　加津子 古海　マスミ 唐沢　玲子

5 70歳 14人 浅野　道子 林　文子 大平　詩子

合計 56人 ６０歳以上 水戸部　睦子 渋谷　恵美子 佐藤　幸子

佐藤　修子 中澤　玲子 山田　洋子

65歳以上 井村　桂子 坂本　信子 山村　厚子

古家一　富美子

堀越　洋子 石城　鈴枝

中南信予選 6/19 一般 62人 一般 片桐　艶子 涌井　美代子 森下　恭子 川上　嘉枝

東北信予選 6/21 72人 小宮　里美 杉森　真砂 村沢　恵美 伊藤　綾子

決勝大会 6/27 50歳 38人 ５０歳以上 古海　マスミ 降旗　好美 水倉　美千代  湯浅　敦子

合計 172人 宮澤　松江
面高　まつみ

越川　弘子 宮川　みどり

一般浅間 斉藤　由美子 稲岡　昭子 羽山　登志子 吉野　由香

コンソレ 廣瀬　晃子 竹下　淑子 上田　礼子 斉藤　かな

一般南長野 石﨑　喜美子 玉木　陽子 高橋　真紀 北村　裕子

コンソレ 塩澤　和子 中村　智子 太田　啓代 中澤　文江

５０歳以上 島田　浩子 宮沢　由美子

コンソレ
寺沢　千鶴子 松澤　ヨシ子

伊那谷珍道中
うさぎちゃん  みためもプレーもワイルドだぜえ

黄昏レディース

チーム 野溝　由紀子 寺島　直子 廣瀬　晃子 大池　やよ江

7/3 対抗戦 小池　陽子 宮原　佐代子 斉藤　由美子 一杉　明子

片桐　艶子 滝沢　正枝 浜　千代 小田川　澄江

78人 川上　嘉枝 山辺　佳代子 竹下　淑子 佐藤　冴子

面高　まつみ 古海　マスミ 奥原　穂奈美 藤森　千恵美

小宮　里美 林　文子 桜井　久恵 清水　茂子

支部長杯 小林明子 金児えい子 北澤佳代 山田祐子

7/10 支部長 92人 辻田弘美 塩澤和子
御園由紀子

植田澄江

ＯＶＥＲ 44人 大島ひとみ 宮澤松枝 小宮里美 山辺佳代子

合計 136人 野村由紀子 木島みどり 代田美恵子 岩谷眸未

中南信予選 8/30 80人 佐藤　英里香 山辺　佳代子 小宮　里美 上村　和美

東北信予選 9/6 104人 一般
野村　由紀子

岩谷　眸未 片桐　艶子 伊藤　綾子

決勝大会 9/13,14 合計 184人

20～49 54人 20～49歳 上村　和美 田中　聡美 斉藤　由美子 鈴木　千絵

50～54 32人
大島　ひとみ 木島　みどり

萬　聖 川上　嘉枝

55～59 26人 50～54歳 滝沢　正枝 堀川　美子 村沢　恵美

60～64 18人 吉塚　晶子 原山　典子
下田　ゆかり　

65～ 6人 55～59歳 竹田　美百合 矢部　美和子

田中　富子
長谷川　加津子

合計 136人 60～64歳 古海　マスミ 若林　令子

五十嵐　泰子 山口　幸子

65歳以上 佐藤　冴子 三村　洋子

奥原　穂奈美 尾鼻　とくゑ

初心者 12人 初心者 亀島　真由美 保坂　直子

一般 82人
合田口　聖子

足立　由美

一般 小林　良子 上村　和美 木島　みどり 小宮　里美

合計 94人 今井　弘子 吉塚　晶子 村沢　恵美
代田　美恵子

中南信予選 106人 一般
野村　由紀子 望月　理奈 田中　聡美 村沢　恵美

東北信予選 106人

大島　ひとみ 田渕　洋子 木島　みどり 堀田　たか子

決勝大会 合計 210人
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